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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 3,087 △12.7 40 ― 26 ― 18 ―
25年3月期第1四半期 3,537 6.3 △179 ― △239 ― △224 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 110百万円 （928.3％） 25年3月期第1四半期 10百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 1.16 1.11
25年3月期第1四半期 △14.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 15,248 2,288 14.6 139.89
25年3月期 15,574 2,169 13.5 132.93
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,220百万円 25年3月期  2,110百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,300 △12.6 20 ― △100 ― △110 ― △6.93
通期 13,000 △9.1 130 ― 40 ― 20 ― 1.26



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.3「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 17,014,000 株 25年3月期 17,014,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,141,028 株 25年3月期 1,140,799 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 15,873,070 株 25年3月期1Q 15,874,008 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策や金融政策効果に対する期待感から円高是正や株

価上昇が進み、回復傾向が鮮明となってきました。しかし、電力料金や食品等の値上げの影響、欧州経済の停

滞、新興国経済の減速等依然として景気の先行きは不透明な状態であります。このような状況の下、当社グルー

プは、売上高の確保に注力するとともに、経費の削減を強力に推進してまいりました。 

このような状況の下、当社グループは、家電外装部品中心から自動車部品、産業資材、照明・事務機部品への

転換を図ってきておりますが、未だ売上高回復には結びついておりません。当第１四半期連結累計期間における

売上高は30億87百万円（前年同四半期比12.7％減）となりました。 

一方、収益面では、生産現場の効率化及び経費削減の結果、営業利益40百万円（前年同四半期は１億79百万円

の損失）、経常利益26百万円（前年同四半期は２億39百万円の損失）、四半期純利益18百万円（前年同四半期は

２億24百万円の損失）となりました。 

  

セグメントごとの状況は、以下のとおりであります。 

日本成形関連事業 

自動車部品関係は新機種の量産開始等増収傾向となっております。産業資材は復興需要の取込みを積極的に

進めております。しかしながら、お客様の海外移転の動きは継続しており全体では厳しい状況で推移してお

ります。 

売上高は28億80百万円（前年同四半期比2.9％減）、セグメント損失15百万円（前年同四半期は２億13百万

円の損失）となりました。 

中国成形関連事業 

中国国内では、新規開拓に注力してきました結果が結実し始めております。しかし、産業資材は価格競争が

益々厳しい状況となり、売上高は大幅に伸びましたが利益面では売上増による改善はみられませんでした。

売上高は１億１百万円（前年同四半期比41.8％増）、セグメント損失23百万円（前年同四半期は25百万円の

損失）となりました。 

不動産関連事業 

相模原市所在の賃貸建物及び伊賀市所在の賃貸建物、二本松市所在の土地、伊那市所在の賃貸建物から構成

されております。 

売上高は１億５百万円（前年同四半期は75百万円）、セグメント利益は78百万円（前年同四半期は56百万円

の利益）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、152億48百万円（前連結会計年度末比３億25百万円減）となりまし

た。 

 流動資産は、現金及び預金が23億63百万円（前連結会計年度末比４億４百万円減）となった一方、受取手形及

び売掛金が25億89百万円（前連結会計年度末比１億12百万円増）となったこと等により、68億49百万円（前連結

会計年度末比１億５百万円増）となりました。 

 固定資産は、生産設備投資及び減価償却実施等により、83億99百万円（前連結会計年度末比４億31百万円減）

となりました。 

②負債 

 負債合計は、129億60百万円（前連結会計年度末比４億44百万円減）となりました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が28億66百万円（前連結会計年度末比14百万円減）、借入金26億99百万円

（前連結会計年度末比１億57百万円減）等により、69億66百万円（前連結会計年度末比51百万円減）となりまし

た。 

 固定負債は、借入金49億67百万円（前連結会計年度末比４億23百万円減）等により59億93百万円（前連結会計

年度末比３億92百万円減）となりました。 

なお、借入金の一部については、前連結会計年度末日において財務制限条項に抵触する可能性がありました

が、取引金融機関との協議の結果、財務制限条項の対象時期を平成25年３月期末日から平成26年３月期末日以降

へと変更することで合意し、平成25年３月29日付で変更契約書を締結しております。  

③純資産 

 純資産合計は、四半期純利益の計上及びその他有価証券評価差額金の変動等により、22億88百万円（前連結会

計年度末比１億18百万円増）となりました。    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績につきましては、平成25年５月15日に公表いたしました業績予想に修正はありませ

ん。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。     

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。  

  ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、法定実効税

率を使用する方法によっております。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,768 2,363

受取手形及び売掛金 2,477 2,589

電子記録債権 333 380

製品 344 296

原材料 388 436

仕掛品 57 42

その他 374 740

流動資産合計 6,743 6,849

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,626 2,581

土地 2,610 2,610

その他（純額） 1,675 1,596

有形固定資産合計 6,912 6,789

無形固定資産 24 23

投資その他の資産   

その他 1,920 1,614

貸倒引当金 △27 △27

投資その他の資産合計 1,893 1,586

固定資産合計 8,830 8,399

資産合計 15,574 15,248

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,880 2,866

短期借入金 850 820

1年内返済予定の長期借入金 2,006 1,879

未払法人税等 9 7

賞与引当金 75 38

その他 1,196 1,355

流動負債合計 7,018 6,966

固定負債   

長期借入金 5,390 4,967

資産除去債務 40 41

その他 955 985

固定負債合計 6,386 5,993

負債合計 13,404 12,960
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 897 897

利益剰余金 313 332

自己株式 △116 △116

株主資本合計 2,304 2,322

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 46 78

為替換算調整勘定 △240 △180

その他の包括利益累計額合計 △194 △102

新株予約権 59 67

純資産合計 2,169 2,288

負債純資産合計 15,574 15,248
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,537 3,087

売上原価 3,173 2,627

売上総利益 364 459

販売費及び一般管理費 544 419

営業利益又は営業損失（△） △179 40

営業外収益   

受取利息 3 7

受取配当金 2 2

為替差益 － 50

助成金収入 4 8

その他 11 3

営業外収益合計 21 72

営業外費用   

支払利息 52 38

為替差損 12 －

持分法による投資損失 1 45

その他 14 2

営業外費用合計 80 86

経常利益又は経常損失（△） △239 26

特別利益   

投資有価証券売却益 37 －

特別利益合計 37 －

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損 5 －

特別損失合計 5 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△207 26

法人税等 8 8

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△216 18

少数株主利益 8 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △224 18
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△216 18

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27 32

為替換算調整勘定 237 19

持分法適用会社に対する持分相当額 16 40

その他の包括利益合計 226 91

四半期包括利益 10 110

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △74 110

少数株主に係る四半期包括利益 85 －
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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